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代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 神田 志義   

問合せ先責任者 役職名 管理本部経理部長  氏名 矢野 充夫  ＴＥＬ (03)3221－2156 

決算取締役会開催日 平成18年11月16日   
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(１)連結経営成績 (百万円未満切捨て)

 売 上 高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 69,025 △13.7 △2,238 － △2,345 － 

17年９月中間期 79,944 11.9 710 △46.5 480 △54.6 

18年３月期 194,577  4,291  4,094  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 △7,106 － △45.43 － 

17年９月中間期 16 △96.7 0.11 － 

18年３月期 1,427  9.12 9.08 

 (注) ①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数(連結) 18年９月中間期 156,416,817株 17年９月中間期 156,463,228株

  18年３月期 156,449,679株    

③会計処理の方法の変更 無 

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(２)連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 164,025 35,376 21.5 225.23 

17年９月中間期 172,459 38,283 22.2 244.70 

18年３月期 198,439 43,504 21.9 278.11 

(注)期末発行済株式数(連結) 18年９月中間期 156,403,170株 17年９月中間期 156,447,776株

  18年３月期  156,427,572株    

(３)連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 △6,135 △137 △7,005 21,854 

17年９月中間期 △11,443 △1,651 △10,009 21,528 

18年３月期 △19 △2,584 △6,994 35,144 

(４)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 ３社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(５)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結(新規) －社 (除外) １社 持分法(新規) －社 (除外) －社 

２．19年３月期の連結業績予想(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通 期 189,000 △1,300 △6,400 

TISNET-SOUMU
画像



添付資料 

 

１．企業集団の状況 

 当社グループは、連結財務諸表提出会社（以下「当社」という。）、子会社３社及び関連会社４社

（内、連結対象は子会社３社）で構成され、建設事業を主な事業とし、その他不動産事業などの事業

活動を展開しています。 

 当社グループの事業に係わる位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりです。

 なお、当社グループが行っている事業内容と、事業の種類別セグメントにおける事業区分は同一で

す。 

（建設事業） 

 当社は総合建設業を営んでおり、建設資機材の一部をテッケン興産㈱より調達している他、㈱ジェ

イテックが専門工事の施工を行い、それらの一部は当社が発注しています。 

（不動産事業） 

 当社とテッケン興産㈱、下関コアビル㈱が住宅及び土地開発関連事業を行っています。 

 なお、特定の土地開発関連事業を行っていました富士バードタウン㈱につきましては、平成18年９

月に清算結了しました。 

（その他事業） 

 テッケン興産㈱が建設資機材関連事業とスポーツ施設運営を行い、㈱岡崎ゴルフ倶楽部がゴルフ場

を運営しています。 

 また、墨田コートハウスサービス㈱、プラザノースマネジメント㈱及び八千代ゆりのき台ＰＦＩ㈱

がＰＦＩ関連事業を行っています。 
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 事業の系統図は次のとおりです。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 不動産事業 その他事業 建設事業 

㈱ジェイテック 

テッケン興産㈱ 

下関コアビル㈱ 

(スポーツ施設・資機材関連)

㈱岡崎ゴルフ倶楽部 

(ゴルフ場) 

工事施工 
不動産売買 
不動産賃貸借 
工事施工 

施設賃貸 
ＰＦＩ関連 
工事施工 

連結子会社を表示 

関連会社を表示 

お客さま 及び 取引先 

当社グループ

資機材販売

当    社 

建設事業 不動産事業 その他事業 

(ＰＦＩ関連) 

墨田コートハウス 
サービス㈱ 

プラザノース  

マネジメント㈱ 

八千代ゆりのき台 
ＰＦＩ㈱ 
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２．経営方針 

（経営の基本方針） 

 当社は、経営の基本方針として 

を経営理念に掲げています。 

 これは当社創設以来の、不朽の方針を表しており、“株主・お客さま・取引先など関係あるすべて

のステークホルダー”から「価値ある企業」として支持され、将来にわたりその存在を主張する基本

理念です。 

 当社では、平成18年10月24日に発表した『経営革新 行動計画（Ｈ18年度下期～Ｈ19年度にかけ

て） － サバイバル＆ジャンプ －』のもと、 

  ◇ 地域及び業種の「選択と集中」を進める。特に首都圏を始めとする三大都市圏、鉄道を中心 

   とした交通インフラ工事へのより一層の集中を図るとともに、採算を重視した選別受注を徹 

   底する。 

 ◇ 施工安全体制の強化を図るために鉄道工事安全システムを構築する。特に、主要現場により 

   一層の人材を集中させ、施工安全体制のさらなる強化を図る。また、情報フラット化をベー 

   スに、コンプライアンス風土の醸成を図る。 

 ◇ 社外ネットワークの拡大や積極的な海外事業への参加により、将来の飛躍に向けた施策を進 

   める。 

の３つを基本的な考え方として、全社をあげてその実行に取り組んでまいります。  

（会社の利益配分に関する基本方針） 

 当社は、総合建設業としての技術革新と競争力を保持するため、人的資源及び技術研究開発などへ

の投資と企業リスク回避のための内部留保に努め、経営基盤の維持補強を図るとともに、株主の皆様

に対する利益還元についても安定配当の継続を重視した利益配分を基本方針としています。 

 しかしながら、当事業年度につきましては、工事採算の悪化や繰延税金資産の取崩しに伴う法人税

等調整額の計上等により、当期純損失を計上する見込みとなりましたので、誠に申し訳なく存じます

が、無配とさせていただく予定です。 

「信用と技術」を基本として 

安全で機能的な人間味あふれる環境を提供し 

会社の成長と従業員の福祉の増進をはかり 

社会の繁栄に貢献する 
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（会社の経営戦略・経営目標） 

 当社は、『経営革新 行動計画（Ｈ18年度下期～Ｈ19年度にかけて） － サバイバル＆ジャン

プ －』において、前述した３つの基本的な考え方のもと、以下の経営革新施策を策定し、推進して

まいります。 

（１）サバイバルに向けた徹底した「選択と集中」 

 ① 得意分野への選択と集中による戦略的な営業展開 

 ・ 得意地域・豊富な営業資源地域への人材の集中（支店・営業所の改廃等） 

 ・ 鉄道・交通インフラ工事へのより一層の集中と強化 

 ・ 採算を重視した選別受注の徹底 

 ・ 専門技術者・シニア社員の有効活用と戦略的育成 

 ・ 価格競争力の強化（原価把握のスピード、精度） 等 

 ② 徹底した無駄の排除とコストダウン 

 ・ 本社・支店管理部門の縮小と現業部門への再配置 

 ・ 専門技術者による厳格な実施予算管理の強化 

 ・ 組織的な現場支援の強化 等  

 ③ 技術力の集約とさらなる強化 

 ・ 総合評価方式における技術点獲得と技術提案力強化のための体制強化 

 ・ 得意分野の技術ノウハウの集約と共有化 

 ・ 次世代技術戦略体制の構築 等 

（２）施工安全体制の強化とコンプライアンス体制のさらなる充実 

 ① 鉄道工事安全システムの構築 

 ・ 運輸安全マネジメントに準拠した鉄道工事安全システムの構築と着実な運用 

 ・ 計画段階からの徹底した危険予知活動の実施、確実なチェック体制の強化 

 ・ 安全研修センターの設置、安全文化の構築 等 

 ② 現場の安全体制の強化 

 ・ 安全統括責任者（副所長格）の配置 

 ・ 豊富な経験・技術力のある社員によるパトロールの強化 

 ・ 鉄道安全に関わる熟練した技術者・管理者の育成 

 ・ 東京情報センター（24時間体制）による危機管理・異常時対応の強化 等 

 ③ 感性を高めるための教育と情報フラット化の徹底 

 ・ 危険やリスクに対する感性を高める教育の実施 

 ・ 双方向コミュニケーションの文化の構築 

 ・ 鉄建式「見える化」文化の構築 等 
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 ④ コンプライアンス風土の醸成と内部統制の構築 

  ・ コンプライアンス意識の啓蒙と教育の継続 

  ・ コンプライアンス営業のさらなる徹底 

  ・ 内部統制システムの構築と評価 等 

（３）将来の飛躍に向けた重点施策 

 ① 社外ネットワークの拡大 

 ・ 当社、東日本旅客鉄道、鹿島の３社による連携強化 

 ・ 新規拡大・弱点分野での、積極的な社外ネットワークの拡大 

 ・ 優良お得意様企業の拡大 等 

 ② 海外事業への積極参加と社内体制の再構築 

 ・ 得意分野に集中した積極的な応札 

 ・ 鹿島との連携強化 

 ・ 年間施工額100億超体制の構築 等 

 このような経営戦略のもと、平成19年度には黒字経営を目指し、平成20年度以降は安定経営を確立

します。 

（会社の対処すべき課題） 

 建設業界におきましては、民間建設投資は堅調に推移していますが、財政上の制約から公共工事の

縮小により建設投資全体としては減少が見込まれ、さらに過度な低価格での入札や熾烈な価格競争

等、業界を取巻く環境は一段と厳しい様相を呈しています。また、公共工事品質確保促進法や改正独

占禁止法が施行されるなど、公共工事の入札契約制度の構造的・制度的な見直しが行われており、こ

れまで以上に技術力を活かした公正な競争が求められています。 

 このような状況の中、当社は公正な企業活動の推進とともに、平成18年度下期より19年度にかけて

地域及び業種の「選択と集中」を進め、得意分野での技術力を活かした経営の効率化や工事収益力を

上げる経営革新施策として、「サバイバルに向けた徹底した選択と集中」、「施工安全体制の強化と

コンプライアンス体制のさらなる充実」、「将来の飛躍に向けた重点施策」に取り組みます。そして

平成20年度以降につきましては、経営革新を定着させ安定した経営を図り、当社の基本理念にふさわ

しい「価値ある企業」を目指します。 

（親会社等に関する事項） 

 該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

（経営成績) 

 当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、民間企業の設備投資・個人消費の増加により堅調に

推移しています。しかしながら、当社グループの主たる事業分野である建設市場に目を向けますと、

民間設備投資は堅調に推移しているものの、公共投資の縮小により建設投資全体としては減少してお

り一段と厳しさを増しています。  

 このような状況の中、当社グループの当中間連結会計期間の業績については、受注高56,545百万円

（前年同期比20.1％減）、売上高69,025百万円（前年同期比13.7％減）、営業利益△2,238百万円

（前年同期710百万円）、経常利益△2,345百万円（前年同期480百万円）、中間純利益△7,106百万円

（前年同期16百万円）となりました。 

   （注）当社グループにおいては建設事業以外は受注生産活動を行っていません。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。（事業の種類別セグメントごとの業績について

は、セグメント間の内部売上高等を含めて記載しています。） 

（建設事業）  

 建設事業については、受注高56,545百万円（前年同期比20.1％減）、売上高65,056百万円（前年同

期比16.0％減）、営業利益△2,703百万円（前年同期549百万円）となりました。  

（不動産事業） 

 不動産事業については、売上高3,199百万円（前年同期比100.7％増）、営業利益353百万円（前年

同期比357.4％増）となりました。  

（その他事業）  

 その他事業については、売上高8,365百万円（前年同期比4.5％減）、営業利益53百万円（前年同期

比43.5％減）となりました。  
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（財政状態） 

（１）当中間連結会計期間末の資産の状況 

・総資産      164,025百万円     

・純資産       35,376百万円     

・自己資本比率     21.5％       

（２）当中間連結会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況  

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ13,290百万

円（37.8%）減少し21,854百万円となりました。 

 各活動によるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。 

○営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前中間純損失は1,652百万円となりました。売上債権の減少24,512百万円、未成工

事受入金の増加4,337百万円、たな卸不動産の減少1,848百万円などによる資金の増加がありまし

た。一方で、仕入債務の減少26,746百万円、未成工事支出金の増加7,034百万円などによる資金

の減少があり、営業活動によるキャッシュ・フローは△6,135百万円（前中間連結会計期間は 

△11,443百万円）となりました。 

○投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有形固定資産の取得による支出35百万円、無形固定資産の取得による支出54百万円などによ

り、投資活動によるキャッシュ・フローは△137百万円（前中間連結会計期間は△1,651百万円）

となりました。 

○財務活動によるキャッシュ・フロー 

 有利子負債の返済を進め、借入金の返済6,307百万円、社債の償還300百万円などにより、財務

活動によるキャッシュ・フローは△7,005百万円（前中間連結会計期間は△10,009百万円）とな

りました。 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりです。 

（注）１．各指標の算出は、以下の算式を使用しています。  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額  

２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しています。  

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。  

４．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。有利子負債

は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。また、利息の支払額は連結キ

ャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。  

５．平成17年９月期、平成18年３月期及び平成18年９月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシ 

  ュ・フローがマイナスであるため記載していません。 

指    標  平成17年３月期 平成17年９月期 平成18年３月期 平成18年９月期 

 自己資本比率 18.9 ％ 22.2 ％ 21.9 ％ 21.5 ％ 

 時価ベースの自己資本比率 16.7 ％ 20.3 ％ 21.3 ％ 21.9 ％ 

 債務償還年数  3.5 年  － － － 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ  19.8 倍 － － － 
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（通期の見通し） 

 建設業界を取巻く環境が一段と厳しい様相を呈する中、一層の競争激化が進むものと思われます。

 当社グループは、こうした厳しい環境が続く中、前述した『経営革新 行動計画（Ｈ18年度～Ｈ19

年度にかけて） － サバイバル＆ジャンプ －』の３つの経営革新施策に全社一丸となって取り組ん

でまいります。 

 当社グループの通期の業績見通しにつきましては、 

売上高       189,000百万円 

経常利益     △ 1,300百万円 

当期純利益    △ 6,400百万円 

 を予定しています。 

※上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

（事業等のリスク） 

 投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、

文中における将来予測は、当中間連結会計期間末現在において判断したものです。 

（１）公共事業投資額の予想を上回る減少 

 当社グループの売上高のうち重要な部分を占める建設事業は、公共事業の投資額に大きな影響を受

けます。公共投資は減少傾向が続いており、それをカバーするべく技術を中心とした体制の構築、建

築部門の営業力・収益力の強化等の施策を講じています。しかし、予想を上回る減少となった場合に

は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（２）製品の欠陥による重大な瑕疵の発生 

 品質管理には万全を期していますが、重大な瑕疵による損害賠償が発生した場合には、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（３）災害、事故の発生 

 施工中の防災及び事故防止には万全を期していますが、予期しない原因などにより工事事故や労働

災害が発生する可能性があります。この場合、損害賠償や指名停止などによる受注機会の減少によ

り、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（４）取引先の信用不安 

 当社グループの主たる事業である建設事業においては、工事一件あたりの取引金額が大きいため、

お客さまや協力会社の業績が悪化し信用不安に陥った場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 
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（５）資材の高騰による工事原価の増加 

 請負契約後、原材料の価格が高騰した際、それを請負金額に反映できない場合は、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（６）当社保有資産の価値下落 

 当社グループでは建設事業・不動産事業と関連して販売用不動産や有価証券等を保有しており、こ

れらの資産価値が景気変動により著しく下落した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

（７）金利の上昇 

 当社グループは金利上昇を見込んだ経営を行っていますが、請負業という建設事業の特性により、

立替金が少なからず発生し、一定水準の有利子負債が必要となります。よって、金利が著しく上昇し

た場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．中間連結財務諸表等 
(１) 中間連結貸借対照表 

    
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

対前 

中間 

期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

増減 
（百万円） 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)                

Ⅰ流動資産                

１現金預金 ※３   21,528   21,934      35,144  

２受取手形・完成工事未
収入金等 

※５   59,387   55,585      80,167  

３有価証券     19   －      75  

４未成工事支出金等     14,952   14,468      7,436  

５たな卸不動産     7,499   4,945      6,793  

６その他     13,679   10,075      9,576  

貸倒引当金     △124   △15      △350  

流動資産合計     116,941 67.8  106,993 65.2 △9,948   138,843 70.0

Ⅱ固定資産                

１有形固定資産                

(1)建物・構築物 
※１ 
※３ 

8,385   －     8,153   

(2)土地 
※２ 
※３ 

14,303   14,294     14,303   

(3)その他 
※１ 

※３ 
1,157 23,846  8,839 23,133    1,079 23,536  

２無形固定資産     117   162      132  

３投資その他の資産                

(1)投資有価証券 ※３ 24,564   30,491     31,822   

(2)その他 ※３ 11,158   6,746     7,552   

貸倒引当金   △4,169 31,553  △3,503 33,735    △3,447 35,927  

固定資産合計     55,517 32.2  57,031 34.8 1,513   59,596 30.0

資産合計     172,459 100.0  164,025 100.0 △8,434   198,439 100.0
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前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

対前 

中間 

期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

増減 
（百万円） 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)                

Ⅰ流動負債                

１支払手形・工事未払金
等 

※５   46,666   34,844      61,589  

２短期借入金 ※３   35,836   33,993      38,664  

３社債（１年以内償還予
定） 

    600   600      600  

４未成工事受入金等     5,543   11,043      6,591  

５完成工事補償引当金     390   －      415  

６賞与引当金     831   －      832  

７偶発損失引当金     610   －      911  

８工事損失引当金     48   －      40  

９引当金     －   1,433      －  

10その他     8,196   14,116      9,882  

流動負債合計     98,724 57.2  96,031 58.5 △2,693   119,527 60.2

Ⅱ固定負債                

  １社債     10,400   9,800      10,100  

２転換社債     4,728   4,728      4,728  

３長期借入金 ※３   5,230   4,088      5,723  

４再評価に係る繰延税金負
債 

※２   3,578   3,578      3,578  

５退職給付引当金     8,326   8,407      8,443  

６役員退職慰労引当金     17   －      20  

７偶発損失引当金     1,265   －      896  

８引当金     －   317      －  

９連結調整勘定     430   －      382  

10負ののれん     －   334      －  

11その他     1,364   1,362      1,379  

固定負債合計     35,341 20.5  32,617 19.9 △2,724   35,253 17.8

負債合計    134,065 77.7 128,648 78.4 △5,417   154,781 78.0
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前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

対前 

中間 

期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

増減 
（百万円） 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(少数株主持分)                

少数株主持分     110 0.1  － － △110   153 0.1

                 

(資本の部)               

Ⅰ資本金    18,293 10.6  － － △18,293   18,293 9.2

Ⅱ資本剰余金    5,329 3.1  － － △5,329   5,329 2.7

Ⅲ利益剰余金    8,621 5.0  － － △8,621   10,031 5.0

Ⅳ土地再評価差額金 ※２   1,166 0.7  － － △1,166   1,166 0.6

Ⅴその他有価証券評価差額金    4,904 2.8  － － △4,904   8,720 4.4

Ⅵ自己株式    △31 △0.0  － － 31   △37 △0.0

資本合計    38,283 22.2  － － △38,283   43,504 21.9

負債、少数株主持分
及び資本合計 

   172,459 100.0  － － △172,459   198,439 100.0

                

(純資産の部)               

Ⅰ株主資本               

 １資本金    － －  18,293 11.1 18,293   － －

 ２資本剰余金    － －  5,329 3.3 5,329   － －

 ３利益剰余金    － －  2,431 1.5 2,431   － －

 ４自己株式    － －  △42 △0.0 △42   － －

  株主資本合計    － －  26,011 15.9 26,011   － －

Ⅱ評価・換算差額等               

１その他有価証券評価差額
金 

   － －  7,943 4.8 7,943   － －

 ２土地再評価差額金 ※２   － －  1,272 0.8 1,272   － －

  評価・換算差額等合計    － －  9,215 5.6 9,215   － －

Ⅲ少数株主持分    － －  149 0.1 149   － －

   純資産合計    － －  35,376 21.6 35,376   － －

    負債純資産合計    － －  164,025 100.0 164,025   － －
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(２) 中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

対前  

中間  

期比 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

増減 
（百万円） 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ売上高       

１完成工事高 77,416 65,056   189,731 

２その他事業売上高 2,527 79,944 100.0 3,969 69,025 100.0 △10,918 4,846 194,577 100.0

Ⅱ売上原価       

１完成工事原価 71,318 62,594   174,697 

２その他事業売上原価 2,225 73,543 92.0 3,343 65,938 95.5 △7,605 4,009 178,706 91.8

売上総利益       

完成工事総利益 6,098 2,461   15,033 

その他事業総利益 302 6,400 8.0 625 3,087 4.5 △3,313 837 15,870 8.2

Ⅲ販売費及び一般管理費 ※１       

１従業員給料手当 2,506 －   － 

２賞与引当金繰入額 342 －   － 

３退職給付費用 312 －   － 

４役員退職慰労引当金繰
入額 

2 －   － 

５法定福利費 361 －   － 

６通信交通費 411 －   － 

７調査研究費 67 －   － 

８交際費 105 －   － 

９地代家賃 193 －   － 

10減価償却費 100 －   － 

11その他 1,284 5,690 7.1 － 5,325 7.7 △365 － 11,578 6.0

営業利益又は営業損失
（△） 

  710 0.9 △2,238 △3.2 △2,948   4,291 2.2
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

対前  

中間  

期比 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

増減 
（百万円） 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅳ営業外収益       

１受取利息 18 34   36 

２受取配当金 144 158   230 

３連結調整勘定償却額 47   －     95   

４負ののれん償却額 －   47     －   

５その他 100 311 0.4 40 282 0.4 △29 361 724 0.4

               

Ⅴ営業外費用       

１支払利息 420 344   801 

２社債発行費 86 －   － 

３その他 34 541 0.7 44 389 0.6 △151 120 922 0.5

経常利益又は経常損失
（△） 

  480 0.6 △2,345 △3.4 △2,826   4,094 2.1

         

Ⅵ特別利益       

１前期損益修正益 ※２ 48 102   94 

２投資有価証券売却益 191 －   201 

３貸倒引当金戻入額  351 321   143 

４偶発損失引当金戻入額 － 304   65 

５関係会社事業損失引当
金戻入額 

－ 195   － 

６その他 24 616 0.8 84 1,008 1.5 391 24 529 0.3

Ⅶ特別損失       

１貸倒損失 62 －   － 

２減損損失 ※３ 532 164   550 

３偶発損失引当金繰入額   － 60   294 

４兼業事業支出金評価損   － 55   － 

５違約損害金   － －   192 

６その他 ※４ 10 605 0.8 34 315 0.5 △290 262 1,299 0.7

税金等調整前中間（当
期）純利益又は税金等
調整前中間純損失(△) 

  491 0.6 △1,652 △2.4 △2,144   3,324 1.7

法人税、住民税及び事
業税 

168 126   276 

法人税等調整額   288 456 0.6 5,328 5,455 7.9 4,998 1,559 1,835 1.0

少数株主利益又は少数
株主損失（△） 

    18 0.0 △1 △0.0 △19   61 0.0

中間(当期)純利益又は
中間純損失（△） 

    16 0.0 △7,106 △10.3 △7,123   1,427 0.7
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(３) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結剰余金計算書 

    
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ資本剰余金期首残高   5,329   5,329

Ⅱ資本剰余金中間期末(期末)残高   5,329   5,329 

      

(利益剰余金の部)     

Ⅰ利益剰余金期首残高   9,228   9,228

Ⅱ利益剰余金増加高     

１中間(当期)純利益   16 16 1,427 1,427

Ⅲ利益剰余金減少高     

１配当金   391 391 

２土地再評価差額金取崩額   233 624 233 624

Ⅳ利益剰余金中間期末(期末)残高   8,621   10,031 
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中間連結株主資本等変動計算書 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 

（百万円） 
18,293 5,329 10,031 △37 33,617 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △391   △391 

中間純損失     △7,106   △7,106 

土地再評価差額金の取崩     △106   △106 

連結子会社の減少     2   2 

自己株式の取得       △5 △5 

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － △7,600 △5 △7,605 

平成18年９月30日残高 

（百万円） 
18,293 5,329 2,431 △42 26,011 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

土地再評価差額金
評価・換算差額等

合計 

平成18年３月31日残高 

（百万円） 
8,720 1,166 9,886 153 43,658 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）         △391 

中間純損失         △7,106 

土地再評価差額金の取崩         △106 

連結子会社の減少         2 

自己株式の取得         △5 

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額） 
△777 106 △671 △4 △675 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△777 106 △671 △4 △8,281 

平成18年９月30日残高 

（百万円） 
7,943 1,272 9,215 149 35,376 
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(４) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

        

税金等調整前中間（当
期）純利益 

  491 － 3,324 

税金等調整前中間純損失   － △1,652 － 

減価償却費   339 294 689 

減損損失   532 164 550 

連結調整勘定償却額   △47 － △95 

負ののれん償却額   － △47 － 

貸倒引当金の増加・減少
(△)額 

  △351 △279 △139 

退職給付引当金の増加・
減少(△)額 

  4 △35 121 

その他の引当金の増加・
減少(△)額 

  △415 △1,365 △462 

受取利息及び受取配当金   △163 △193 △267 

支払利息   420 344 801 

有価証券・投資有価証券
売却損・益(△) 

  △212 － △218 

有価証券・投資有価証券
評価損 

  － 29 － 

無形固定資産売却損・益
(△) 

  0 － 0 

売上債権の減少・増加
(△)額 

  9,233 24,512 △11,474 

未成工事支出金の減少・
増加(△)額 

  △5,856 △7,034 1,488 

たな卸不動産の減少・増
加(△)額 

  599 1,848 1,305 

その他の資産の減少・増
加(△)額 

  △2,890 △4,337 294 

仕入債務の増加・減少
(△)額 

  △11,458 △26,746 3,464 

未成工事受入金の増加・
減少(△)額 

  △2,073 4,337 △1,024 

預り入会保証金の増加・
減少(△)額 

  △7 △9 △7 

その他の負債の増加・減
少(△)額 

  813 4,494 2,349 

その他   207 △15 213 

小計   △10,835 △5,691 914 

利息及び配当金の受取額   161 193 269 

利息の支払額   △458 △384 △797 

法人税等の支払額   △312 △253 △404 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △11,443 △6,135 △19 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

        

少数株主からの持分取得
による支出 

  △74 － △74 

有価証券の売却による収
入 

  29 － 46 

有形固定資産の取得によ
る支出 

  △83 △35 △200 

有形固定資産の売却によ
る収入 

  159 － 215 

無形固定資産の取得によ
る支出 

  △6 △54 △32 

無形固定資産の売却によ
る収入 

  0 － 0 

投資有価証券の取得によ
る支出 

  △1,431 △7 △2,375 

投資有価証券の売却によ
る収入 

  228 － 269 

貸付けによる支出   △24 △15 △60 

貸付金の回収による収入   51 56 128 

その他の投資の取得によ
る支出 

  △500 △80 △500 

その他の投資の売却によ
る収入 

  0 － 0 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △1,651 △137 △2,584 

Ⅲ財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

        

短期借入金純増加・減少
(△)額 

  △4,480 △4,200 △1,780 

長期借入れによる収入   1,000 － 3,200 

長期借入金の返済による
支出 

  △11,044 △2,107 △12,623 

社債の発行による収入   4,913 － 4,913 

社債の償還による支出   － △300 △300 

自己株式の減少・増加
(△)額 

  △5 △5 △11 

配当金の支払額   △390 △390 △392 

少数株主への配当金の支
払額 

  △2 △2 △2 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △10,009 △7,005 △6,994 

Ⅳ現金及び現金同等物に係る
換算差額 

  9 △12 118 

Ⅴ現金及び現金同等物の増
加・減少(△)額 

  △23,096 △13,290 △9,480 

Ⅵ現金及び現金同等物期首残
高 

  44,624 35,144 44,624 

Ⅶ現金及び現金同等物中間期
末(期末)残高 

※１ 21,528 21,854 35,144 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する

事項 

すべての子会社(４社)を

連結しています。 

  

連結子会社名 

㈱岡崎ゴルフ倶楽部 

テッケン興産㈱ 

富士バードタウン㈱ 

㈱ジェイテック 

  

すべての子会社(３社)を

連結しています。 

  

連結子会社名 

㈱岡崎ゴルフ倶楽部 

テッケン興産㈱ 

㈱ジェイテック 

  

前中間連結会計期間ま

で連結子会社に含めてい

ました富士バードタウン

㈱は、平成18年９月21日

に清算が結了したことに

より、連結の範囲から除

外しています。なお、清

算結了までの同社の損益

計算書及びキャッシュ・

フロー計算書を連結して

います。 

すべての子会社(４社)を

連結しています。 

  

連結子会社名 

㈱岡崎ゴルフ倶楽部 

テッケン興産㈱ 

富士バードタウン㈱ 

㈱ジェイテック 

  

        

２．持分法の適用に関す

る事項 

関連会社に関する投資額

については、持分法を適用

していません。 

  

同 左 同 左 

  

  持分法非適用の関連会社
名 

下関コアビル㈱  

墨田コートハウスサー

ビス㈱ 

プラザノースマネジメ

ント㈱ 

八千代ゆりのき台ＰＦ

Ｉ㈱ 

持分法非適用の関連会社

は、それぞれ中間連結純損

益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲か

ら除外しています。 

  

  

  

持分法非適用の関連会社
名 

下関コアビル㈱ 

墨田コートハウスサー

ビス㈱ 

プラザノースマネジメ

ント㈱ 

八千代ゆりのき台ＰＦ

Ｉ㈱ 

持分法非適用の関連会社

は、それぞれ当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から

除外しています。 

        

３．連結子会社の中間決

算日(決算日)等に関す

る事項 

  

連結子会社の中間決算日

は当社と一致しています。 

同 左 連結子会社の事業年度は

当社と一致しています。 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関す

る事項 

（１）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

（１）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同 左 

（１）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同 左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結会計期間末

の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額

は全部資本直入法に

より処理し、売却原

価は移動平均法によ

り算定) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結会計期間末

の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額

は全部純資産直入法

により処理し、売却

原価は移動平均法に

より算定) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末日の

市場価格等に基づく

時価法(評価差額は

全部資本直入法によ

り処理し、売却原価

は移動平均法により

算定) 

  時価のないもの 

移動平均法による原

価法 

時価のないもの 

同 左 

時価のないもの 

同 左 

        

  ② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同 左 

② デリバティブ 

同 左 

        

  ③ たな卸資産 

未成工事支出金等（未成

工事支出金） 

個別法による原価法 

③ たな卸資産 

未成工事支出金等（未成

工事支出金） 

同 左 

③ たな卸資産 

未成工事支出金等（未成

工事支出金） 

同 左 

  未成工事支出金等（材料

貯蔵品） 

移動平均法による原価

法 

ただし、一部の連結

子会社は貯蔵品や商品

に最終仕入原価法や先

入先出法による原価法

を採用しています。 

未成工事支出金等（材料

貯蔵品） 

同 左 

未成工事支出金等（材料

貯蔵品） 

同 左 

  たな卸不動産 

個別法による原価法 

たな卸不動産 

同 左 

たな卸不動産 

同 左 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  （２）重要な減価償却資産の

減価償却方法 

① 有形固定資産 

定率法によっています。 

  ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(建

物附属設備を除く)につい

ては、定額法によっていま

す。 

 なお、耐用年数及び残存

価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基

準によっています。 

（２）重要な減価償却資産の

減価償却方法 

① 有形固定資産 

同 左 

（２）重要な減価償却資産の

減価償却方法 

① 有形固定資産 

同 左 

    

  ② 無形固定資産 

定額法によっています。 

なお、耐用年数について

は、法人税法に規定する方

法と同一の基準によってい

ます。 

ただし、自社利用のソフ

トウェアについては、社内

における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっ

ています。 

② 無形固定資産 

同 左 

② 無形固定資産 

同 左 

    

  （３）繰延資産の処理方法 （３）  ──────  （３）繰延資産の処理方法 

  社債発行費 

  支出時に全額費用処理し

ています。 

  

  社債発行費 

 支出時に全額費用処理し

ています。 

  （４）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

売上債権及び貸付金等の

貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計

上しています。 

（４）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

同 左 

（４）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

同 左 

    

  ② 完成工事補償引当金 

完成工事に係るかし担保

の費用に備えるため、当中

間連結会計期間末に至る１

年間の完成工事高(進行基

準工事を含む)に対する将

来の見積補償額に基づいて

計上しています。 

② 完成工事補償引当金 

同 左 

② 完成工事補償引当金 

完成工事に係るかし担保

の費用に備えるため、当連

結会計年度の完成工事高(進

行基準工事を含む)に対する

将来の見積補償額に基づい

て計上しています。 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ③ 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充

てるため、支給見込額基準

により計上しています。 

③ 賞与引当金 

同 左 

③ 賞与引当金 

同 左 

        

  ④ 工事損失引当金 

受注工事に係る将来の損

失に備えるため、当中間連

結会計期間末手持工事のう

ち損失の発生が見込まれ、

かつ、その金額を合理的に

見積もることができる工事

について、損失見込額を計

上しています。 

④ 工事損失引当金 

同 左 

④ 工事損失引当金 

受注工事に係る将来の損

失に備えるため、当連結会

計年度末手持工事のうち損

失の発生が見込まれ、か

つ、その金額を合理的に見

積もることができる工事に

ついて、損失見込額を計上

しています。 

        

  ⑤ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上していま

す。 

過去勤務債務は発生時に

一括償却しています。 

数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理

しています。 

⑤ 退職給付引当金 

同 左 

  

  

⑤ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき

計上しています。 

過去勤務債務は発生時に

一括償却しています。 

数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理

しています。    
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ⑥ 役員退職慰労引当金 

一部の連結子会社は、役

員の退職慰労金の支給に備

えて、内規に基づく当中間

連結会計期間末要支給額を

計上しています。    

（追加情報） 

  当社は平成17年３月に役

員退職慰労金制度に係る内

規を廃止し、平成17年６月

29日開催の定時株主総会に

おいて慰労金の打切り支給

議案が可決されました。こ

れにより、当中間連結会計

期間において当社に係る

「役員退職慰労引当金」を

全額取崩し、役員退任時の

支給額に対応する未払い分

については、流動負債の

「その他」に含めて表示し

ています。 

⑥ 役員退職慰労引当金 

  ────── 

  

 

  

   

（追加情報） 

 一部の連結子会社は、役

員の退職慰労金の支給に備

えて、内規に基づく中間連

結会計期間末要支給額を計

上していましたが、当中間

連結会計期間において、役

員退職慰労金制度を廃止し

ました。これにより、当中

間連結会計期間において一

部の連結子会社に係る「役

員退職慰労引当金」を全額

取崩し、役員退任時の支給

額に対応する未払い分につ

いては、流動負債の「その

他」に含めて表示していま

す。 

⑥ 役員退職慰労引当金 

一部の連結子会社は、役

員の退職慰労金の支給に備

えて、内規に基づく当連結

会計年度末要支給額を計上

しています。    

（追加情報） 

  当社は平成17年３月に役

員退職慰労金に係る内規を

廃止し、平成17年６月29日

開催の定時株主総会におい

て慰労金の打切り支給議案

が可決されました。これに

より当連結会計年度におい

て当社に係る「役員退職慰

労引当金」を全額取崩し、

役員退任時の支給額に対応

する未払い分については、

流動負債の「その他」に含

めて表示しています。 

        

  ⑦ 偶発損失引当金 

債務保証等に伴い発生す

る損失に備えるため、契約

条件及び債務保証先の財政

状態等を個別に検討し、損

失負担見込額を計上してい

ます。 

⑦ 偶発損失引当金 

同 左 

⑦ 偶発損失引当金 

同 左 

        

  （５）重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

います。 

（５）重要なリース取引の処

理方法 

  同 左 

（５）重要なリース取引の処

理方法 

  同 左 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  （６）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす

金利スワップについて、特

例処理を採用しています。 

  

（６）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

同 左 

（６）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

同 左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

デリバティブ取引(金利

スワップ) 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同 左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同 左 

  ヘッジ対象 

  相場変動による損失の

可能性があり、相場変動

が評価に反映されていな

いもの及びキャッシュ・

フローが固定され、その

変動が回避されるもの 

    

        

  ③ ヘッジ方針 

主に当社の内部規定であ

る「金融市場リスク管理方

針」に基づき、相場変動及

び金利変動をヘッジしてい

ます。 

なお、主なリスクとして

借入金の金利変動をヘッジ

しています。 

③ ヘッジ方針 

同 左 

  

③ ヘッジ方針 

同 左 

        

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理

を採用しているため、ヘッ

ジ有効性評価は省略してい

ます。 

④ ヘッジ有効性評価の方法

同 左 

④ ヘッジ有効性評価の方法

同 左 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  （７）その他中間連結財務諸

表作成のための重要な事

項 

① 完成工事高の計上基準 

完成工事高の計上は、工

事完成基準によっています

が、工期12か月以上、請負

金額１億円以上の国内工事

及び工期12か月以上、請負

金額10億円以上の海外工事

については工事進行基準に

よっています。 

なお、工事進行基準によ

った完成工事高は58,480百

万円です。 

（７）その他中間連結財務諸

表作成のための重要な事

項 

① 完成工事高の計上基準 

同 左 

  

  

  

  

  

  

  

なお、工事進行基準によ

った完成工事高は49,974百

万円です。 

（７）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

  

① 完成工事高の計上基準 

同 左 

  

  

  

  

  

  

  

なお、工事進行基準によ

った完成工事高は120,533

百万円です。 

        

  ② 消費税等の会計処理  ② 消費税等の会計処理  ② 消費税等の会計処理  

 消費税及び地方消費税に

相当する額の会計処理は、

税抜方式によっています。 

同 左 同 左  

       

 ５．中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書(連

結キャッシュ・フロー

計算書)における資金

の範囲 

中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３か

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっていま

す。 

同 左 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３か月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっています。 
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会計処理の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用していま

す。 

 これにより税金等調整前中間純利

益は532百万円減少しています。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接控除

しています。 

  

──────  （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しています。 

 これにより税金等調整前当期純利

益は550百万円減少しています。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき各資産の金額から直接控除して

います。 

 ──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しています。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、35,227百万円です。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しています。 

  

 ──────  
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

(中間連結貸借対照表関係)   (中間連結貸借対照表関係)   

  「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）により、証券取引法第２条第２項におい

て、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への

出資を有価証券とみなすこととされたことに伴い、前

中間連結会計期間まで投資その他の資産の「その他」

に含めていた投資事業組合への出資金を、当中間連結

会計期間より「有価証券」及び「投資有価証券」に計

上しています。この変更により、「有価証券」は19百

万円、「投資有価証券」は82百万円増加し、投資その

他の資産の「その他」は102百万円減少しています。 

 なお、前中間連結会計期間において、投資その他の

資産の「その他」に含まれていた投資事業組合への出

資金は124百万円です。   

          

──────  

「入会保証金」  ──────  

 前中間連結会計期間において固定負債に区分掲記し

ていました「入会保証金」については、当中間連結会

計期間において負債、少数株主持分及び資本の合計額

の100分の５以下となったため、固定負債の「その他」

に含めて表示することとしました。 

 なお、当中間連結会計期間の「入会保証金」は1,240

百万円です。  

 

  

  

 ──────  

  

 「有価証券」 

前中間連結会計期間において流動資産に区分掲記し

ていました「有価証券」については、当中間連結会計

期間は総資産の100分の1以下であるため、流動資産の

「その他」に含めて表示することとしました。 

 なお、当中間連結会計期間の「有価証券」は75百万

円です。 

  

 ──────  

  

 「建物・構築物」 

前中間連結会計期間において固定資産に区分掲記し

ていました「建物・構築物」については、当中間連結

会計期間は総資産の100分の5以下であるため、有形固

定資産の「その他」に含めて表示することとしまし

た。 

 なお、当中間連結会計期間の「建物・構築物」は

7,805百万円です。  
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 ──────  

  

 「完成工事補償引当金」 

前中間連結会計期間において流動負債に区分掲記し

ていました「完成工事補償引当金」については、当中

間連結会計期間は負債及び純資産の合計額の100分の1

以下であるため、流動負債の「引当金」に含めて表示

することとしました。 

 なお、当中間連結会計期間の「完成工事補償引当

金」は394百万円です。 

  

 ──────  

  

 「賞与引当金」 

前中間連結会計期間において流動負債に区分掲記し

ていました「賞与引当金」については、当中間連結会

計期間は負債及び純資産の合計額の100分の1以下であ

るため、流動負債の「引当金」に含めて表示すること

としました。 

 なお、当中間連結会計期間の「賞与引当金」は738百

万円です。 

  

  

 ──────  

  

 「偶発損失引当金」 

前中間連結会計期間において流動負債に区分掲記し

ていました「偶発損失引当金」については、当中間連

結会計期間は負債及び純資産の合計額の100分の1以下

であるため、流動負債の「引当金」に含めて表示する

こととしました。 

 なお、当中間連結会計期間の「偶発損失引当金」は

298百万円です。 

  

 ──────   「工事損失引当金」 

前中間連結会計期間において流動負債に区分掲記し

ていました「工事損失引当金」については、当中間連

結会計期間は負債及び純資産の合計額の100分の1以下

であるため、流動負債の「引当金」に含めて表示する

こととしました。 

 なお、当中間連結会計期間の「工事損失引当金」は

1百万円です。 

  

 ──────  

  

 「偶発損失引当金」 

前中間連結会計期間において固定負債に区分掲記し

ていました「偶発損失引当金」については、当中間連

結会計期間は負債及び純資産の合計額の100分の1以下

であるため、固定負債の「引当金」として表示するこ

ととしました。 

  

──────    「負ののれん」 

 前中間連結会計期間において「連結調整勘定」とし

て掲記されていたものは、当中間連結会計期間から、

「負ののれん」と表示しています。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 （中間連結損益計算書関係）  （中間連結損益計算書関係） 

──────  「販売費及び一般管理費」 

 従来、販売費及び一般管理費については、中間連結

損益計算書において費目別に区分掲記していました

が、当中間連結会計期間から中間連結損益計算書の一

覧性及び明瞭性を高めるため、中間連結損益計算書は

「販売費及び一般管理費」として一括掲記し、主要な

項目を注記する方法に変更しました。 

 なお、当中間連結会計期間において販売費及び一般

管理費を従来の方法により区分掲記した場合の費目別

金額は次のとおりです。 

１ 従業員給料手当 2,513百万円

２ 賞与引当金繰入額 300 

３ 退職給付費用 312 

４ 役員退職慰労引当金繰入額 4 

５ 法定福利費 337 

６ 通信交通費 367 

７ 調査研究費 82 

８ 交際費 76 

９ 地代家賃 181 

10 減価償却費 94 

11 その他 1,054 

  合計 5,325 

   

──────  「負ののれん償却額」 

   前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期

間から、「負ののれん償却額」と表示しています。 

  

    

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）   （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

──────    「負ののれん償却額」 

   前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期

間から、「負ののれん償却額」と表示しています。 

  

鉄建建設株式会社（連結）

- 29 -



追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 連結調整勘定は、従来少額であっ

たことから発生時の損益として処理

していましたが、金額的重要性が増

したことに伴い、当中間連結会計期

間より少額なものを除き、５年間に

て償却することとしました。この結

果、従来の方法に比較して、経常利

益、税金等調整前中間純利益及び中

間純利益がそれぞれ430百万円少な

く計上されています。 

  

       ──────  連結調整勘定は、従来少額であっ

たことから発生時の損益として処理

していましたが、金額的重要性が増

したことに伴い、当連結会計年度よ

り少額なものを除き、５年間にて償

却することとしました。この結果、

従来の方法に比較して、経常利益、

税金等調整前当期純利益及び当期純

利益がそれぞれ382百万円少なく計

上されています。 

     ──────       ────── （仕入等代金支払方法の変更） 

 当連結会計年度より、当社は一部

の仕入先への支払方法を手形払いか

ら一括支払信託方式に変更しまし

た。これにより従来の方式によった

場合に比べ、「支払手形・工事未払

金等」が399百万円減少し、流動負

債の「その他」が同額増加していま

す。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

      11,158百万円             11,389百万円             11,137百万円 

      

※２．当社は、土地の再評価に関する

法律に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、当該評価差額に係る

税金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計上

し、これを控除した金額を「土地

再評価差額金」として資本の部に

計上しています。 

※２．当社は、土地の再評価に関する

法律に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、当該評価差額に係る

税金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計上

し、これを控除した金額を「土地

再評価差額金」として純資産の部

に計上しています。 

※２．当社は、土地の再評価に関する

法律に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、当該評価差額に係る

税金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計上

し、これを控除した金額を「土地

再評価差額金」として資本の部に

計上しています。 

・再評価の方法    ・再評価の方法 ・再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施

行令第２条第４号に定める路線

価及び路線価のない土地は第２

条第３号に定める固定資産税評

価額に基づいて、奥行き価格補

正等の合理的な調整を行って算

出しています。 

      土地の再評価に関する法律施

行令第２条第４号に定める路線

価及び路線価のない土地は第２

条第３号に定める固定資産税評

価額に基づいて、奥行き価格補

正等の合理的な調整を行って算

出しています。 

土地の再評価に関する法律施

行令第２条第４号に定める路線

価及び路線価のない土地は第２

条第３号に定める固定資産税評

価額に基づいて、奥行き価格補

正等の合理的な調整を行って算

出しています。 

・再評価を行った年月日     ・再評価を行った年月日 ・再評価を行った年月日 

平成12年３月31日                 平成12年３月31日 平成12年３月31日 

    ・再評価を行った土地の当連結会

計年度末における時価の合計額

と再評価後の帳簿価額の合計額

との差額 

             4,303百万円 

      

※３．担保に供している資産 

（１）下記の資産は、長期借入金

3,754百万円及び短期借入金(長期

借入金よりの振替分)1,764百万円

の担保に供しています。 

※３．担保に供している資産 

（１）下記の資産は、長期借入金

3,582百万円及び短期借入金(長期

借入金よりの振替分)1,921百万円

の担保に供しています。 

※３．担保に供している資産 

（１）下記の資産は、長期借入金

4,473百万円及び短期借入金(長期

借入金よりの振替分)1,892百万円

の担保に供しています。 

建物・構築物  1,786百万円

土地 1,093 

投資有価証券 10,355 

計 13,236 

建物・構築物 1,153百万円 

土地 663 

投資有価証券 12,076 

計 13,894 

建物・構築物  1,178百万円

土地 663 

投資有価証券 12,988 

計 14,830 

（２）下記の資産は工事履行保証等と

して得意先等へ差入れています。 

（２）下記の資産は工事履行保証等と

して得意先等へ差入れています。 

（２）下記の資産は工事履行保証等と

して得意先等へ差入れています。 

現金預金  263百万円

投資有価証券 52 

計 315 

現金預金     275百万円

投資有価証券 27 

計 303 

現金預金   278百万円

投資有価証券 28 

計 307 
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前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

（３）下記の資産は出資会社等の借入

金等の担保に供しています。 

投資有価証券  9百万円

長期貸付金 50 

計 59 

（３）下記の資産は出資会社等の借入

金等の担保に供しています。 

投資有価証券   22百万円

長期貸付金 63 

 計 85 

（３）下記の資産は出資会社等の借

入金等の担保に供しています。 

投資有価証券  14百万円

長期貸付金 63 

 計 77 

      

 ４．偶発債務 

（１）連結会社以外の会社等の金融機

関借入金等について保証を行って

います。 

 ４．偶発債務 

（１）連結会社以外の会社等の金融機

関借入金等について保証を行って

います。 

 ４．偶発債務 

（１）連結会社以外の会社等の金融機

関借入金等について保証を行って

います。 

  ① 借入金保証 

㈱魚九   121百万円

当社従業員 46 

その他４件 157 

計 325 

  ① 借入金保証 

マンション購入者     105百万円

堀倉庫㈱ 38 

当社従業員 28 

計 172 

  ① 借入金保証 

㈱魚九     60百万円

当社従業員 32 

その他４件 147 

計 241 

  ② 住宅分譲手付金等保証   ② 住宅分譲手付金等保証   ② 住宅分譲手付金等保証 

ダイア建設㈱   52百万円

日神不動産㈱ 42 

計 94 

合 計 419 

㈱大京 134百万円

ライフハウジング㈱ 38 

計 173 

合 計 345 

ダイア建設㈱    357百万円

日神不動産㈱ 3 

計 360 

合 計 602 

   

（２）当社の持分法非適用関連会社で

ある墨田コートハウスサービス㈱

が保険会社と締結した、東京簡易

裁判所墨田分室庁舎整備等事業に

関する履行保証保険契約に基づく

履行保証保険金額に係る求償を受

けた場合、その求償額171百万円

に対して連帯保証債務を負ってい

ます。 

（２）ＰＦＩ事業に係る履行保証保険

契約に対する保証債務 

墨田コートハウス

サービス㈱  
171百万円

八千代ゆりのき台

ＰＦＩ㈱ 
99 

合 計 270 

（２）ＰＦＩ事業に係る履行保証保険

契約に対する保証債務 

墨田コートハウス

サービス㈱  
 171百万円

八千代ゆりのき台

ＰＦＩ㈱ 
99 

合 計 270 

※５.    ──────  ※５．中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しています。 

 なお、当中間連結会計期間の末

日は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間連結会計

期間末日残高に含まれていま

す。  

※５.    ──────  

    

受取手形    37百万円

支払手形 88 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．    ──────  ※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

です。 

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

です。 

    

従業員給料手当 2,513百万円

賞与引当金繰入額 300  

退職給付費用 312  

法定福利費 337  

福利厚生費 236  

通信交通費 367 

    

  

従業員給料手当 5,659百万円

賞与引当金繰入額 329 

退職給付費用 686 

役員退職慰労引当金

繰入額 
5 

法定福利費 706 

福利厚生費 409 

通信交通費 824 

地代家賃 383 

    

※２．前期損益修正益の内訳 

償却済債権取立額 24百万円

未払金戻入額 23 

   合計 48 

※２．前期損益修正益の内訳 

損害保険金差額 67百万円

未払金戻入額 27 

その他 7 

   合計 102 

※２．前期損益修正益の内訳 

償却済債権取立額 47百万円

未払金戻入額 23 

過年度事業所閉鎖損

戻入額 
18 

その他 4 

   合計 94 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ※３．減損損失  ※３．減損損失  ※３．減損損失 

 当中間連結会計期間において、

当社グループは以下の資産につい

て減損損失を計上しました。 

用途 場所 件数 種類 

不動産

賃貸 
東京都他 ６件  

建物・構築

物、土地 

その他 北海道他 ３件  
機械装置、リ

ース資産他 

 当中間連結会計期間において、

当社グループは以下の資産につい

て減損損失を計上しました。 

用途 場所 件数 種類 

建設 大阪府 １件 
建物・構築物

他 

不動産

賃貸 
東京都他２件 

建物・構築

物、土地 

 当連結会計年度において、当社

グループは以下の資産について減

損損失を計上しました。 

用途 場所 件数 種類 

不動産

賃貸 
東京都他 ６件  

建物・構築

物、土地 

その他 北海道他 ３件  
機械装置、リ

ース資産他 

 当社グループは、建設事業につ

いては各支店及び事業所単位に、

不動産賃貸事業及びその他事業に

ついては個別物件毎にグルーピン

グしています。 

 近年の予想し得ない不動産価格

の下落及び賃料相場の低迷ならび

に競争激化による収益性の低下等

により、上記資産の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失532百万円として特

別損失に計上しています。 

 その内訳は、建物・構築物393

百万円、土地86百万円、その他52

百万円です。 

 なお、各資産の回収可能価額は

正味売却価額により測定してお

り、路線価及び固定資産税評価額

等を基に評価しています。 

  

 当社グループは、建設事業につ

いては各支店及び事業所単位に、

不動産賃貸事業及びその他事業に

ついては個別物件毎にグルーピン

グしています。 

 近年の予想し得ない不動産価格

の下落及び賃料相場の低迷ならび

に競争激化による収益性の低下等

により、上記資産の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失164百万円として特

別損失に計上しています。 

 その内訳は、建物・構築物140

百万円、土地9百万円、その他15

百万円です。 

 なお、各資産の回収可能価額は

正味売却価額と使用価値のいずれ

か高い価額としています。正味売

却価額は路線価及び固定資産税評

価額等を基に評価し、使用価値は

将来キャッシュ・フローを2.5％

で割り引いて算定しています。 

  

  当社グループは、建設事業につ

いては各支店及び事業所単位に、

不動産賃貸事業及びその他事業に

ついては個別物件毎にグルーピン

グしています。 

 近年の予想し得ない不動産価格

の下落及び賃料相場の低迷ならび

に競争激化による収益性の低下等

により、上記資産の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失550百万円として特

別損失に計上しています。 

 その内訳は、建物・構築物393

百万円、土地86百万円、その他70

百万円です。 

 なお、各資産の回収可能価額は

正味売却価額により測定してお

り、路線価及び固定資産税評価額

等を基に評価しています。 

※４.     ──────  ※４.     ──────  ※４．その他特別損失の内訳 

販売用不動産・兼業

事業支出金評価損 
106百万円

貸倒損失 62 

建物・構築物除却損 47 

その他 45 

   合計 262 
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 （中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２．自己株式の種類及び総数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加24,402株は、単元未満株式の買取りによる増加です。 

  

３．配当に関する事項 

 配当金支払額 

  

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 ①リース取引 

     ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しています。 

  

株式の種類 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

   普通株式  156,689,563 － － 156,689,563 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

普通株式（注） 261,991 24,402 － 286,393 

 決議 株式の種類 
配当金の総額 

 （百万円） 

１株当たり配当額

 （円） 
基準日 効力発生日 

 平成18年６月29日 

 定時株主総会 
普通株式 391  2.50  平成18年３月31日 平成18年６月30日 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の中間連
結会計期間末残高と中間連結
貸借対照表に掲記されている
科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の中間連
結会計期間末残高と中間連結
貸借対照表に掲記されている
科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の連結会
計年度末残高と連結貸借対照
表に掲記されている科目の金
額との関係 

(平成17年９月30日現在) (平成18年９月30日現在) (平成18年３月31日現在) 

      

現金預金勘定 21,528百万円

現金及び現金同
等物 

21,528 

現金預金勘定  21,934百万円

預入期間が３か

月を超える定期

預金 

△80 

現金及び現金同
等物 

21,854 

現金預金勘定  35,144百万円

現金及び現金同
等物 

35,144 
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②有価証券 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

満期保有目的の債券 

社債                       4百万円 

その他有価証券 

非上場株式                  2,227百万円 

(注)非上場株式には、時価評価されていない関連会社株式20百万円を含めています。 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

満期保有目的の債券 

社債                        4百万円 

その他有価証券 

非上場株式                   2,243百万円 

(注)非上場株式には、時価評価されていない関連会社株式19百万円を含めています。 

  取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照表計
上額(百万円) 

差額(百万円) 

(１)株式 13,988 22,247 8,258 

(２)債券       

 ①国債・地方債等 － － － 

 ②社債 － － － 

 ③その他 － － － 

(３)その他 － － － 

合計 13,988 22,247 8,258 

  取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照表計
上額(百万円) 

差額(百万円) 

(１)株式 14,869 28,243 13,373 

(２)債券       

 ①国債・地方債等 － － － 

 ②社債 － － － 

 ③その他 － － － 

(３)その他 － － － 

合計 14,869 28,243 13,373 
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前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

           満期保有目的の債券 

            社債                        4百万円 

その他有価証券 

非上場株式                  2,267百万円 

(注)非上場株式には、時価評価されていない関連会社株式20百万円を含めています。 

 ③デリバティブ取引 

    ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しています。 

  

  取得原価(百万円) 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
差額(百万円) 

(１)株式 14,867 29,550 14,682 

(２)債券       

 ①国債・地方債等 － － － 

 ②社債 － － － 

 ③その他 － － － 

(３)その他 － － － 

合計 14,867 29,550 14,682 
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④セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日  至 平成17年９月30日) 

(注)１．事業区分の方法 

日本標準産業分類及び中間連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しています。 

２．各事業区分に属する主要な事業の内容 

建設事業 ：土木・建築その他建設工事全般 

不動産事業：不動産の売買及び賃貸他不動産全般 

その他事業：ゴルフ場等に関する事業 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日  至 平成18年９月30日) 

(注)１．事業区分の方法 

日本標準産業分類及び中間連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しています。 

２．各事業区分に属する主要な事業の内容 

建設事業 ：土木・建築その他建設工事全般 

不動産事業：不動産の売買及び賃貸他不動産全般 

その他事業：ゴルフ場等に関する事業 

  
建設事業 
(百万円) 

不動産事業 
(百万円) 

その他事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高             

(１)外部顧客に対する売上高 77,416 1,365 1,161 79,944 － 79,944 

(２)セグメント間の内部売上高 27 228 7,600 7,856 （7,856） － 

計 77,444 1,593 8,762 87,800 （7,856） 79,944 

営業費用 76,894 1,516 8,668 87,080 （7,846） 79,233 

営業利益 549 77 93 720 (10) 710 

  
建設事業 
(百万円) 

不動産事業 
(百万円) 

その他事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高             

(１)外部顧客に対する売上高 65,056 2,962 1,007 69,025 － 69,025 

(２)セグメント間の内部売上高 0 236 7,358 7,595 （7,595） － 

計 65,056 3,199 8,365 76,620 （7,595） 69,025 

営業費用 67,760 2,845 8,312 78,918 （7,654） 71,263 

営業利益 

又は営業損失（△） 
△2,703 353 53 △2,297 （△59） △2,238 
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前連結会計年度(自 平成17年４月１日  至 平成18年３月31日) 

(注)１．事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しています。 

２．各事業区分に属する主要な事業の内容 

建設事業 ：土木・建築その他建設工事全般 

不動産事業：不動産の売買及び賃貸他不動産全般 

その他事業：ゴルフ場等に関する事業 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度の全セグメントの売上高の合計に占める「日

本」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しています。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度の海外売上高が連結売上高の10％未満のた

め、海外売上高の記載を省略しています。 

  
建設事業 
(百万円) 

不動産事業 
(百万円) 

その他事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高             

(１)外部顧客に対する売上高 189,731 2,805 2,040 194,577 － 194,577 

(２)セグメント間の内部売上高 74 463 16,964 17,502 (17,502) － 

計 189,805 3,268 19,005 212,079 (17,502) 194,577 

営業費用 186,168 2,736 18,890 207,795 (17,509) 190,285 

営業利益 3,637 532 114 4,284 （△7） 4,291 
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５．生産、受注及び販売の状況 

  

(注)１．当社グループにおいては、建設事業以外は受注生産活動を行っていません。 

２．当社グループにおいては、生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載していません。 

 当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日  至 平成18年９月30日)  

事業の種類別セグメントの名称 
受 注 実 績 

(百万円) 

構 成 比 

(％) 

建設事業 56,545 100.0 

不動産事業 － － 

その他事業 － － 

合  計 56,545 100.0 

事業の種類別セグメントの名称 
売 上 実 績 

(百万円) 

構 成 比 

(％) 

建設事業  65,056 94.2 

不動産事業  2,962 4.3 

その他事業  1,007 1.5 

合  計  69,025 100.0 
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(参考)当社の受注高、売上高、繰越高の状況 

  

部門別受注高・売上高比較表 

  部門別 
前期繰越高 

(百万円) 

期中受注高 

(百万円) 

合計 

(百万円) 

期中売上高 

(百万円) 

次期繰越高 

(百万円) 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日） 

建設事業 

土木 
107,126 

( 55.8%) 

36,706 

( 52.3%) 

143,832 

( 54.9%) 

38,423 

( 49.2%) 

105,408 

( 56.9%) 

建築 
84,738 

( 44.2%) 

33,427 

( 47.7%) 

118,165 

( 45.1%) 

38,177 

( 48.9%) 

79,987 

( 43.1%) 

計 
191,864 

( 100.0%) 

70,133 

( 100.0%) 

261,997 

( 100.0%) 

76,601 

( 98.1%) 

185,396 

( 100.0%) 

兼業事業 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

1,449 

(  1.9%) 

－ 

(－) 

合 計 
191,864 

( 100.0%) 

70,133 

( 100.0%) 

261,997 

( 100.0%) 

78,050 

( 100.0%) 

185,396 

( 100.0%) 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日） 

建設事業 

土木 
96,135 

( 50.8%) 

24,969 

( 44.9%) 

121,105 

( 49.4%) 

29,494 

( 44.8%) 

91,611 

( 50.8%) 

建築 
93,248 

( 49.2%) 

30,606 

( 55.1%) 

123,855 

( 50.6%) 

35,034 

( 53.3%) 

88,820 

( 49.2%) 

計 
189,383 

( 100.0%) 

55,576 

( 100.0%) 

244,960 

( 100.0%) 

64,528 

( 98.1%) 

180,431 

( 100.0%) 

兼業事業 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

1,259 

(  1.9%) 

－ 

(－) 

合 計 
189,383 

( 100.0%) 

55,576 

( 100.0%) 

244,960 

( 100.0%) 

65,788 

( 100.0%) 

180,431 

( 100.0%) 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

建設事業 

土木 
107,126 

( 55.8%) 

85,397 

( 46.0%) 

192,523 

( 51.0%) 

96,387 

( 50.4%) 

96,135 

( 50.8%) 

建築 
84,738 

( 44.2%) 

100,297 

( 54.0%) 

185,036 

( 49.0%) 

91,787 

( 48.0%) 

93,248 

( 49.2%) 

計 
191,864 

( 100.0%) 

185,694 

( 100.0%) 

377,559 

( 100.0%) 

188,175 

( 98.4%) 

189,383 

( 100.0%) 

兼業事業 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

3,045 

(  1.6%) 

－ 

(－) 

合 計 
191,864 

( 100.0%) 

185,694 

( 100.0%) 

377,559 

( 100.0%) 

191,221 

( 100.0%) 

189,383 

( 100.0%) 
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発注先別受注高、売上高、繰越高比較表 

(受注高)  

  部門別 

官公庁 民間 合計 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

土木 16,469 44.9 20,236 55.1 36,706 100.0 

建築 770 2.3 32,656 97.7 33,427 100.0 

合計 17,240 24.6 52,893 75.4 70,133 100.0 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

土木 7,226 28.9 17,743 71.1 24,969 100.0 

建築 554 1.8 30,052 98.2 30,606 100.0 

合計 7,781 14.0 47,795 86.0 55,576 100.0 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

土木 38,379 44.9 47,017 55.1 85,397 100.0 

建築 4,594 4.6 95,703 95.4 100,297 100.0 

合計 42,973 23.1 142,720 76.9 185,694 100.0 

(売上高)  

  部門別 

官公庁 民間 合計 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

土木 15,962 41.5 22,461 58.5 38,423 100.0 

建築 3,412 8.9 34,764 91.1 38,177 100.0 

合計 19,375 25.3 57,226 74.7 76,601 100.0 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

土木 11,849 40.2 17,644 59.8 29,494 100.0 

建築 630 1.8 34,404 98.2 35,034 100.0 

合計 12,479 19.3 52,049 80.7 64,528 100.0 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

土木 40,411 41.9 55,976 58.1 96,387 100.0 

建築 6,162 6.7 85,624 93.3 91,787 100.0 

合計 46,574 24.8 141,601 75.2 188,175 100.0 

(繰越高)  

  部門別 

官公庁 民間 合計 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

土木 45,510 43.2 59,898 56.8 105,408 100.0 

建築 2,771 3.5 77,216 96.5 79,987 100.0 

合計 48,281 26.0 137,114 74.0 185,396 100.0 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

土木 37,358 40.8 54,253 59.2 91,611 100.0 

建築 3,768 4.2 85,051 95.8 88,820 100.0 

合計 41,126 22.8 139,304 77.2 180,431 100.0 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

土木 42,972 44.7 53,163 55.3 96,135 100.0 

建築 3,844 4.1 89,404 95.9 93,248 100.0 

合計 46,816 24.7 142,567 75.3 189,383 100.0 
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